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記念講演の様子岡本行夫氏

神谷代表あいさつ 日本銀行 福田横浜支店長の祝辞 賀詞交歓会の様子

第 46 号

令和 ２年 3 月 16 日

KIP会賀詞交歓会　開催報告　２月7日
　去る2月7日（金）、令和2年KIP会賀詞交歓会を横浜ベイホテル東急クイーンズグランドボールルームにおい
て開催しました。
　第一部の記念講演では、『「今こそ日本の針路を問う」～激動する国際情勢と日本の課題～』と題しまして、
外交評論家の岡本行夫氏にご講演いただきました。未曾有に激動している国際情勢を、アメリカ、中国を中心
に触れ、日本のこれからを解説していただき、ご出席された皆様も真剣に聴講されていました。

　第二部の賀詞交歓会は、神谷代表のあいさつに始まり、日本銀行横浜支店福田支店長および黒岩県知事
に来賓の祝辞をいただきました。
　神谷代表からは「令和」の新しい時代を知恵と工夫と出し合いながら、県内企業同士がしっかりと歩んでいこ
うと、力強いあいさつがありました。続いて、福田支店長からは2020年の景気動向についてお話しがあり、その
後、簑原副代表の乾杯の発声により、220名の皆さまによる盛大な交歓会が幕開けとなりました。
　懇親中は、黒岩県知事より、当日記者発表した2020年度の県の予算と事業の取り組みを交えた祝辞をいた
だくとともに、和やかな雰囲気のなか、出席者間が積極的に情報交換を行うなど、大変活気も溢れていました。
中締めは、高木副代表より、これからのＫＩＰ会が益々活気づくようにというお話をいただき、閉会しました。

黒岩県知事の祝辞
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✂ 切り取って拡大コピーし、職場での注意喚起にご掲示ください ✂

全員でやろう!新型コロナウイルス感染症対策

気になる症状が出た方は、すぐにお近くの保健所にご連絡をお願いします。

アルコール消毒
　　　　　　　　　をしましょう
• 建物に入るときは、アルコール消毒をする。

咳エチケット
　　　　　　　　を守りましょう
• 咳・くしゃみなどの症状があるときは、マスクをする。
• マスクがないときは、ティッシュなどで口・鼻をおおう。

手洗いをしましょう
• せっけんをよく泡立て、すみずみまで洗う。
• 流水で20秒以上すすぎ、清潔なタオルなどで拭く。

KIP会会員６社が受賞！！～ 令和元年度神奈川県優良工場・
 　優良小規模企業者表彰 ～

　県では、ものづくり産業の発展に貢献している企業や小規模企業者の更なる躍進を期待するため、「神奈川県優良工場・優良小規模企業
者表彰」を毎年実施しています。令和元年度の表彰は、去る1月14日（火）に行なわれ、KIP会会員企業６社が受賞されましたので紹介します。

アンド化工 株式会社
■横浜市港北区
■鉄道車両袖仕切り、分析機器他

株式会社
スタンダードテストピース
■平塚市
■各種規格及び受託生産の試験片

株式会社 ナウ産業
■綾瀬市
■製品輸送用パレット、 
　機械装置フレーム、建築金物

株式会社 ロボット工業
■愛甲郡愛川町
■巻取機

神奈川県優良工場表彰とは･･･
県内に立地し、製造業を営む中小企業の工場のうち、経営成績、作業
環境、生産技術などが特に優れており、労働災害や公害の発生防止、
環境関連手続の遵守などに取り組んでいる工場を、「神奈川県優良工
場」として表彰しています。

神奈川県優良小規模企業者表彰とは･･･
独自の技術、工法、発想による商品化、事業化をしている者や長年に
わたり地元に根ざした活動など地域活性化に貢献している者など、特
筆すべき実績を残している又は特徴的な経営を実践している県内の
小規模企業を「神奈川県優良小規模企業者」として表彰しています。

株式会社 開明製作所
■横浜市旭区
■半導体製造装置、真空機器、
　宇宙航空用機器､
　鉄道輸送機器向け部品

リカザイ 株式会社
■川崎市中原区
■金属箔

◆令和元年度神奈川県優良工場表彰 受賞工場

◆令和元年度神奈川県優良小規模企業者表彰 受賞企業者

本年度KIP会入会
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ゴム・ウレタン切削加工製品 スポンジ切削加工製品 これも作りました

気軽にご連絡ください

おじゃまします！

当社の事業
　岡山県に本社・工場があり、広島県・福岡県・長崎県・神
奈川県に工場を兼ねた営業所をもち、タイムリーな納期に
対応しています。
　ゴム・スポンジの加工業務を中心に、商社的には樹脂な
ど多くの素材加工の製造・販売も実施しています。
　大型ウォータージェットカッター 5軸ノズルの三次元加
工が出来る設備を始め、130台の設備を保有しております。
プレス加工も金型から製品までを内製しており、少ロットで
も短期間で即対応しています。
　徹底した品質管理（ISO9001 ISO14001取得）で持続
可能な社会の構築にむけて取組んでいます。

KIP会
　本社で岡山県産業振興財団を利用しており、2015年よ
り設立した東京営業所として地場での新規開拓を目的とし
て、ＫＩＰ会・展示会・商談会等を積極的に活用させて頂い
ています。

事業承継
　従業員が若い会社であることから、後継者には若いうち
から多くの経験をさせ、更なる事業の飛躍を目指していま
す。

人材育成・人材確保
　人材確保には苦労しています。合同企業説明会も参加し
ましたが、若いかたの営業職希望者は少なかったです。
　従業員は地元採用が主です。ベトナムの研修生も採用し
ており、全社で30名（東京営業所４名）を採用し、真面目に
仕事に取組んでおり、各職場での戦力になっています。
　工場全体に30才台前半の若い従業員が多く、明るく挨
拶のできる職場づくり、コミュニケーションが取りやすい風
通しの良い職場の環境づくりが出来ています。
　多品種の加工機械があり加工方法も多用で、多能工化
への従業員育成、各従業員の個々の能力を最大限に活か
しチャレンジし効率化が図れるものづくりの教育をしていま
す。

今後の方向性
　特定業種・分野に拘らず広い産業界に入り込み、ゴム・
スポンジの特性を最大限に生かしたモノづくり、多くの企
業が付随する材質（樹脂・金属等）の提供、セールスエンジ
ニアリングとしての提案できる製品・販売をしています。他
営業所とは材料入手・人件費等異なる中で、東京営業所と
して、付加価値の高い仕事に取組み地場の企業様と助け
合い、気軽に相談してもらえて、ご要望に答えられる営業所
として推進していきたいと思います。

株式会社石原パッキング工業
会員企業訪問

所在地
TEL
HP
代表取締役
東京営業所長
事業内容

東京営業所　平塚市大神 3463-2
０４６３－２０－８１０１
https://www.ishihara-j.co.jp/
石原　務
石原　利一
ウォータージェット加工・ＮＣフライス加工・
工業用ゴム製品・各種パッキング製作・各種
打抜加工・トムソン刃製作・各種スポンジ・
工業用合成樹脂　等

これからの若い指導者　社長の二男　石原 知弥　様
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神奈川県中小建設業協会

当協会は、KIPと同じビルの２Ｆです。
【建設国保】
① 所得に関係なく年齢に応じた保険料
② 保険料は、便利な口座引落
③ 健診や予防接種等の費用補助・組合員の入院サポート有

【労働保険】
一人親方はもちろん、建設業以外の事業主の方も当組合を通して加入可能！
いざという時に頼りになる労災事故申請時の手厚いサポート
各種共済・資格取得・税金無料相談・未払い問題等何なりとご連絡ください。

所在地

TEL
FAX
HP

〒231-0015 横浜市中区尾上町5－80
神奈川県中小企業センター2F
045-633-5123
045-633-5122
http://chushoken.gr.jp/

建設連合国民健康保険組合神奈川県支部
神奈川県中小建設業協会労働保険事務組合

KIP会会員グローバルナレッジ株式会社からのご案内
イノベーションを起こす後継者や次世代リ―ダーの養成へ

IT活用リーダー養成講座のご案内
　グローバルナレッジ株式会社では、このたびデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）時
代の中でイノベーションを起こす人材を養成する講座を開催いたします。ＡＩやＩｏＴなど
を本格活用する時代に入り、中小企業のＩＴ活用の成否は、生き残りをかけた重要なテー
マとなっています。しかし、中小企業におけるＩＴ活用は大企業より大きく遅れているのが実
態です。また、失われた３０年と言われる中、日本企業の世界的な地位の低迷が続いていま
す。こうした状況を打開する為に、ＡＩやＩｏＴなどのＩＴを活用した生産性向上や新規事業
への取り組みを積極的に進める後継者や次世代リーダーの開発は、中小企業の明日の経
営に向けた最重要課題と言っても過言ではありません。この課題を解決する為に、社長経
験のある国家資格キャリアコンサルタントによる受講者のキャリアプラン開発支援とＩＴ業
界における豊富な経験を持つＩＴコーディネータなどの講師陣による実践的講義を組み合
わせた全国でも初となるユニークな講座を開始します。

第1回目開講は、本年7月に
ミューザ川崎でを予定しています。
定員20名、受講料 15万円／人

（先着10名の方には、早期割引あり）
詳細内容のご確認、
お申し込みは弊社ホームページ
https://www.globalkwledge.com
又は、電話 080-1984-1151
杉山迄お願いいたします。
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　京急といえば、真っ赤な車体の電車が思い浮かぶ。そ
の中でも名車といわれた「デハ２３６号」が、約４０年ぶ
りに横浜へ帰ってきた。今年１月、みなとみらい２１（ＭＭ
２１）地区の京急グループ本社ビル１階に開館した「京
急ミュージアム」で沿線ジオラマなどとともに公開され、
人気を呼んでいる。
　京浜急行電鉄は昨年９月、ＭＭ２１地区に新本社ビ
ルを建設して東京・品川や横浜、川崎などに分散してい
た本社とグループ企業を集約し、名実ともに県内企業と
なった。京急ミュージアムは同社の創立１２０周年事業と
して、街に〝にぎわい〟を創出する目的で設けられた。
　小田急電鉄も２０２１年春、海老名駅の駅間地区（小
田急・相鉄とＪＲの駅間にある開発エリア）に「ロマンス
カーミュージアム」を開館する。２階建て、延べ床面積４，
４００平方メートルの建物を建て、歴代の特急ロマンス
カーや１９２７年の開業当初に使われた通勤車両などを
展示する計画だ。
　ＪＲ東日本は今年６月下旬、桜木町駅の隣接地に「Ｊ
Ｒ桜木町ビル」をオープンし、１階に蒸気機関車の実物
を展示する。１８７２（明治５）年、新橋～横浜間に鉄道
が初めて開通した時、現在の桜木町駅の場所に横浜駅
があった歴史にちなみ、鉄道記念物のＳＬ「１１０形」を
青梅鉄道公園から移設するという。
　一方、ＪＲ御殿場線の拠点駅を抱える山北町で
は２０１６年、地方創生推進交付金を使ってＳＬ「Ｄ
５２７０」にコンプレッサーを搭載し、圧縮空気による自
力走行を実現した。次の段階として、かつて箱根の山越
えで活躍したこのＳＬを「鉄道の町」の観光資源にしよう

と、展示軌道の延伸を検討している。
　昨年９月に事務局を横浜へ移した日本鉄道保存協会
も、鉄道開業１５０周年（２０２２年）に合わせて、圧縮空
気で動く本物のＳＬを走らせる夢を描く。候補地に挙げ
ているのは、今でもレールや枕木が残る、鉄道跡を活用
したプロムナード「汽車道」（ＪＲ桜木町駅前～ＭＭ２１
新港地区）だ。
　また、箱根登山鉄道を昨年７月に引退した「モハ１形」
は、小田原市風祭の「鈴廣かまぼこの里」でカフェの飲食
スペースに生まれ変わっている。この車両は、独特のうな
り音を上げる「吊り掛け式」と呼ばれる駆動方式が特徴
で、１９１９（大正８）年に製造され、改造を重ねながら１
世紀も活躍した。
　冒頭に記した京急の「デハ２３６号」は、京急の前身の
湘南電気鉄道が１９２９（昭和４）年に製造し、翌年から
運行。当時の最高技術を採り入れ、現在の高速化スタイ
ルを確立した電車の草分けとされ、７８年まで４８年間
活躍。引退後は埼玉県川口市で保存・展示されていた
が、２年間かけて修復し、里帰りした。
　この車両には半世紀前、通学電車として４年間お世
話になった。当時のホームも復元された車両を眺めてい
ると、南太田駅前の雀荘やパチンコ屋で待ち構える悪
友の誘いを振り切り、横浜市南区清水ケ丘にあった大学

（１９７４年、保土ケ谷区常盤台へ移転）へたどり着くの
に苦労したことが、懐かしく思い出された。
　鉄道は人々の生活と密接に結びつき、その車両に関
する思い出は鉄道マニアでなくても、脳裏に深く刻まれて
いる。引退した車両を再登場させれば人々が集まり、街に

〝にぎわい〟が創出されるのは間違いなかろう。「ＪＲ桜
木町ビル」や「ロマンスカーミュージアム」の開館が待ち
遠しい。

（経済ジャーナリスト・松本　努）

引退車両が続々登場
街の〝にぎわい〟創出へ

横浜へ帰ってきた「デハ236号」と沿線ジオラマ
＝京急ミュージアム

展示軌道の延伸が検討されている動くSL
「D5270」＝山北鉄道公園
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KIP会
会員は

通常料
金から

20%O
ff 　中小企業センタービルには５つの会議室と多目的ホールを設けています。KIP会会員の皆さまには利用料の

割引がございますので、会議、研修・セミナー、展示会などにぜひご活用ください。

定員 利用料

第１会議室 39名

第２会議室 93名

第３会議室 36名

特別会議室Ａ 24名

特別会議室Ｂ 22名

多目的ホール

会議・講習会 120名

展示会・パーティ等 220名

＜KIP会会員料金表＞ （平日料金）

利用時間帯

午前　　9：00～12：00

午後　13：00～17：00

夜間　18：00～21：00

午前・午後／午後・夜間／

https://www.kipc.or.jp/rental/rental-mtg-room/

終日のご利用もお受けして
おります。

KIP会会員のビジネス拡大をお手伝いするため、

「KIP会ひろば」を送付する際に貴社の

製品・商品PRなどのチラシを同封する

サービスを行っております。

会員の皆さまからのご投稿を大募集！

どのようなテーマでも結構です。

お問い合わせお待ちいたしております。

◆お問い合わせ・ご予約

◆お問い合わせ

公益財団法人神奈川産業振興センター（KIP）　総務課　会議室担当

TEL　045-633-5019
KIPホームページから仮予約できます。

取引振興課　KIP会事務局

TEL　045-633-5149

◆チラシサイズ：A４
◆送付部数：600部程度
◆利用料金：5,500円（税込）

無料

わが社の自慢
新製品紹介
事業紹介
　などなど

公益財団法人神奈川産業振興センター
事業部　取引振興課　KIP 会事務局

〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル5F　TEL :045-633-5149　FAX:045-633-5068
E-mail: kipmember@kipc.or.jp　  ホームページ:https://www.kipc.or.jp/about-kip/kipkai/

あなたの会社のイベントやサービスを会員向けにご案内します！
セミナーやイベントの開催、展示会へのご出展、新製品、新サービスなどを
メール＆FAXで会員向けにPRします。ぜひご活用ください。

中小企業センタービルの会議室を利用しませんか！

KIP会ひろばを活用してあなたの会社をPRしませんか？！

チラシ同封サービス 投稿募集

23,760円～83,952円

10,120円～35,816円

12,408円～44,000円

9,152円～32,384円

27,808円～98,384円

49,104円～173,448円

11,088円～39,160円

https://www.kipc.or.jp/rental/rental-mtg-room/vacancy/


